
２３０８５ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分 （芝・左・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

８１７ ウエスタンディオ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４４６－ ４１：３５．４ １．９�

２３ ウインマリアベール 牝２栗 ５４ 内田 博幸�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４１：３５．５� ６．７�
７１３ ヤマニンミュゼット 牝２青鹿５４ 後藤 浩輝土井 肇氏 田村 康仁 新冠 錦岡牧場 ４３６－１２ 〃 クビ ４．７�
４８ カワキタコマンド 牡２鹿 ５４ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４４６－ ４ 〃 クビ ８１．５�
４７ ショウナンスマイル 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４８＋ ２１：３５．６� １０８．７�
７１４ マイネルテネル 牡２青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ハクツ牧場 ４７８± ０１：３５．７クビ １８．１	
７１５ イースタリーガスト 牡２黒鹿５４ 北村 宏司臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：３５．８� １６．８

８１６ ロードギャラクシー 牡２青鹿５４ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 河野 通文 新ひだか 井高牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ２７．１�
３５ クリールサンライズ 牡２栗 ５４ 蛯名 正義横山 修二氏 笹田 和秀 日高 若林 武雄 ４４６＋ ４１：３５．９� １４．３�
３６ コスモエンペラー 牡２栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ４７６＋ ６１：３６．１１ ９７．９
１１ トーセンタイタン 牡２栗 ５４ 小林 淳一島川 �哉氏 中野渡清一 新ひだか 前田牧場 ４８２＋ ８１：３６．２� ４５２．８�
６１１ トーアボンジョルノ 牡２鹿 ５４ 村田 一誠高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ５８．４�
５９ コスモマハトマ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－１０ 〃 アタマ ４０．１�
８１８ イニモニマニモ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４８０－ ２１：３６．４１� ４４．８�
６１２ タンジブルアセット 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４５８－ ２ 〃 クビ ３６９．５�
５１０ キチロクアナン 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４７０－１０１：３６．７２ ４１．２�
１２ レチタティーヴォ 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹山上 和良氏 菊川 正達 日高 横井 哲 ４５８＋２２１：３６．８� ２１６．５�
２４ バ シ タ ッ プ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２０－ ６１：３８．１８ ７５９．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，３６２，７００円 複勝： ３８，３５１，５００円 枠連： ２１，４６３，０００円

普通馬連： ６２，６６２，８００円 馬単： ４６，０２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０６５，２００円

３連複： ７５，９１８，６００円 ３連単： １１５，０７１，７００円 計： ４０１，９２５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（２－８） ７４０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２４０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ４，５９０円

票 数

単勝票数 計 １９３６２７ 的中 � ８３６８６（１番人気）
複勝票数 計 ３８３５１５ 的中 � １５４１０２（１番人気）� ３８２５７（３番人気）� ５６６９４（２番人気）
枠連票数 計 ２１４６３０ 的中 （２－８） ２１５２６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６２６６２８ 的中 �� ６７５８７（２番人気）
馬単票数 計 ４６０２９５ 的中 �� ２８７４５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０６５２ 的中 �� １７１３７（２番人気）�� ２７４５２（１番人気）�� ８７７６（６番人気）
３連複票数 計 ７５９１８６ 的中 ��� ４７９１７（１番人気）
３連単票数 計１１５０７１７ 的中 ��� １８５２３（４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．８―１２．４―１２．１―１１．６―１１．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．６―４８．０―１：００．１―１：１１．７―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．３
３ １６，１４（３，７）１７（５，８）（９，１２，１８）（４，１０）１３（２，６）１５，１，１１ ４ １６（３，１４）７（５，１７）（８，１８）（４，９，１０）（１２，１３）（２，６）－（１，１５）１１

勝馬の
紹 介

ウエスタンディオ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２６ 新潟２着

２００７．５．４生 牡２鹿 母 ウエスタンシャープ 母母 ミュージカルラーク ３戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔制裁〕 ロードギャラクシー号の騎手三浦皇成は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番・５番への進路影

響）
〔その他〕 マイネルテネル号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コスモイルダーナ号



２３０８６ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第２競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．２
１：５６．４

良

良

１２ イ フ リ ー タ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 むかわ 樫村牧場 ４８２－ ６２：０１．５ ２９．１�

７１３ イガノハイレディー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次五十嵐政則氏 水野 貴広 新ひだか 谷山 和喜 ３９６－ ２２：０１．７１� ４７．４�
２３ ナカヨキコト 牝３鹿 ５４ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４１６－ ２２：０１．８クビ ２０．１�
３５ メガチューズデー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４ 〃 アタマ ５．０�
８１６ サントゥール 牝３鹿 ５４ 江田 照男宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４２２＋ ６２：０１．９� ３２．９�
３６ マイネルガルボ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 鵡川 市川牧場 ４４６＋ ４２：０２．０� １９．７	
４７ マルタカアンデス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝高橋 義和氏 勢司 和浩 新ひだか 水丸牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ８．１

６１２ オンワードシェルタ 牡３鹿 ５６ 小林 久晃�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ５０２± ０２：０２．２１� ９６．６�
５１０ ヤンゲストリーター 牝３鹿 ５４ 北村 宏司桜井 忠隆氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤沢 武雄 ４７２± ０２：０２．４１� ９０．５�
１１ ナスノゲーブル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸須野牧場 坂本 勝美 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４９０ ―２：０２．６１� １０３．６�
７１５ レイクパペット 牝３青鹿５４ 的場 勇人岡田 弘夫氏 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４３４＋ ２ 〃 クビ ６２７．２�
７１４ ゼ ノ ン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 浦河 金成吉田牧場 ５２８＋ ４ 〃 ハナ ５０．０�
８１７ オヤマノタイショウ 牡３青鹿５６ 黛 弘人木下 秀之氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ５１４－ ８ 〃 ハナ １５．２�
２４ タッチミーノット 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８２－ ２２：０２．７クビ ２．８�
５９ アキヨシメガミ 牝３鹿 ５４ 石神 深一�紅谷 松永 康利 新ひだか 出羽牧場 ４３８＋ ６２：０３．０２ ７９６．６�
８１８ ウインヘリオス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�ウイン 小島 太 新ひだか 鳥井牧場 B５２６＋ ２２：０３．２１ ４２．６�
６１１ マ カ リ イ 牡３黒鹿５６ 土谷 智紀秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤英牧場 ４５６－ ２２：０３．６２� ７７８．７�
４８ ブレイクヒストリー 牡３黒鹿５６ 上村 洋行山口多賀司氏 昆 貢 浦河 日の出牧場 ５０２± ０２：０４．１３ ４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，５８８，３００円 複勝： ２８，６１５，６００円 枠連： １７，９９５，２００円

普通馬連： ５５，５７４，４００円 馬単： ３９，７３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９６５，５００円

３連複： ６７，０８７，０００円 ３連単： １０２，０１７，９００円 計： ３４９，５７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９１０円 複 勝 � ８００円 � ７８０円 � ５００円 枠 連（１－７） １２，３６０円

普通馬連 �� ４６，５１０円 馬 単 �� ９６，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，４００円 �� ５，１２０円 �� ３，９６０円

３ 連 複 ��� １９３，４００円 ３ 連 単 ��� １，４４７，８７０円

票 数

単勝票数 計 １７５８８３ 的中 � ４７７８（８番人気）
複勝票数 計 ２８６１５６ 的中 � ９３００（８番人気）� ９５５９（７番人気）� １５８４７（５番人気）
枠連票数 計 １７９９５２ 的中 （１－７） １０７５（２４番人気）
普通馬連票数 計 ５５５７４４ 的中 �� ８８２（７１番人気）
馬単票数 計 ３９７３２６ 的中 �� ３０４（１４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９６５５ 的中 �� ５４６（６７番人気）�� １００９（４９番人気）�� １３１２（４０番人気）
３連複票数 計 ６７０８７０ 的中 ��� ２５６（２７３番人気）
３連単票数 計１０２０１７９ 的中 ��� ５２（１６８３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．９―１２．７―１２．１―１２．５―１２．６―１２．１―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．３―４８．０―１：００．１―１：１２．６―１：２５．２―１：３７．３―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．３
１
３

１４（５，１６）１０－７（４，１５）（２，１３）（３，１１，１２）８（６，１８）９，１７－１
１４，５（１０，１６）（１３，７）（２，１５）（３，１１，４）（１２，８）（６，１７）１８，１，９

２
４

１４，５，１６，１０－７（４，１５）－（２，１３）（３，１１，１２）８，６，１８，９，１７－１
１４（５，１６）（１０，１３，７）（２，３，４，１５）（１２，８）（１１，６，１７）１８，１，９

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

イ フ リ ー タ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．５．２３ 東京４着

２００６．４．１０生 牝３鹿 母 サンバデリオ 母母 ル ゼ ッ ト ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ベルファンタジア号
（非抽選馬） ６頭 コウヨウティアラ号・ショウナンアンサー号・ダイワオードリー号・デンコウムサシ号・ドリームサンセール号・

ヤシャ号



２３０８７ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１４ ケイアイシンドウ �３鹿 ５６ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 新ひだか 松田 三千雄 B４８６＋ ８１：５４．７ １２．２�

５９ ウインクドン 牡３栗 ５６ 田中 勝春百万 武夫氏 中野 栄治 新冠 田渕牧場 ４６４＋ ４１：５５．１２� １６．９�
６１１ マイネルレクシス 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 日高 中前 義隆 B４６０－ ４１：５５．５２� ６．０�
３５ コスモジュゲム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 辻 牧場 ５００＋ ４１：５５．６クビ ３．９�
３４ レオビンテージ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�レオ 松山 将樹 日高 高山牧場 ５１６± ０ 〃 ハナ ４．４�
５８ � シンボリボーテ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 米 F. E.

Dixon, Jr. ４３２－ ２ 〃 クビ ８．５	
７１３ スーパーコータロー 牡３鹿 ５６ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 三石 前川 清彦 ４６２－ ２１：５５．８１	 ６．４

６１０� ナカヤマタイガー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 William

Backer B５１６－ ８１：５６．１１
 １５０．９�
１１ マ シ ュ ー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次小林 薫氏 清水 英克 浦河 林 孝輝 B４４２－ １１：５６．３１ ８９．４�
７１２ ベニバナソング �３栗 ５６ 吉田 隼人ベニバナ組合 後藤 由之 浦河 畔高牧場 ５００＋１２１：５６．４� ３４．６
８１５ シルククレヴァー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸有限会社シルク小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ５２６± ０１：５６．７２ ８．６�
４７ ローレルリラ 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也 �ローレルレーシング 根本 康広 日高 大西ステイブル ４４８＋ ２１：５６．８� ２１７．２�
２３ � クリュギスト 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture B５１０－ ６１：５６．９クビ ６６．６�
２２ エスユーシルバー 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐楳津 繁氏 高橋 祥泰 日高 藤本 友則 B５３０＋ ６１：５７．１１	 ３４２．７�
４６ サキノダイオー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�原 富夫氏 田島 俊明 新ひだか 信田牧場 ５１６－ ４２：０１．６大差 １１８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，１７４，７００円 複勝： ２７，２２０，６００円 枠連： ２０，０６０，７００円

普通馬連： ５４，９５３，２００円 馬単： ３７，１３１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６８１，８００円

３連複： ６５，２６４，４００円 ３連単： ９５，０９４，５００円 計： ３３５，５８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ３３０円 � ４４０円 � ２５０円 枠 連（５－８） １，２４０円

普通馬連 �� ７，４７０円 馬 単 �� １７，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� １，１４０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� １６，５００円 ３ 連 単 ��� １２４，８８０円

票 数

単勝票数 計 １６１７４７ 的中 � １０４４９（７番人気）
複勝票数 計 ２７２２０６ 的中 � ２２１３３（６番人気）� １５０７５（８番人気）� ３１４８９（４番人気）
枠連票数 計 ２００６０７ 的中 （５－８） １２０２５（７番人気）
普通馬連票数 計 ５４９５３２ 的中 �� ５４３０（２９番人気）
馬単票数 計 ３７１３１３ 的中 �� １５７２（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６８１８ 的中 �� １９０１（３０番人気）�� ４３４６（１９番人気）�� ２９９７（２５番人気）
３連複票数 計 ６５２６４４ 的中 ��� ２９２０（５５番人気）
３連単票数 計 ９５０９４５ 的中 ��� ５６２（３７８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．６―１３．１―１２．６―１２．６―１３．２―１２．８―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３６．２―４９．３―１：０１．９―１：１４．５―１：２７．７―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F４０．２
１
３
１４，１２（３，６，１５）４，１－（２，１３）（５，１１）（９，８）－７，１０
１４，１２，１５－４（３，１）（５，１３，８）（９，１１）－（２，７）６－１０

２
４
１４，１２，１５（３，６）（１，４）（５，１３）２，１１，９，８－７，１０
１４（１２，１５）－４，１－８（３，１３）（５，１１）９（２，７）－１０，６

勝馬の
紹 介

ケイアイシンドウ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００８．７．２０ 新潟１１着

２００６．４．１生 �３鹿 母 ケイアイバリア 母母 トーダンサー １１戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サキノダイオー号は，平成２１年１１月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アドマイヤハヤト号・オメガジャスパ号
（非抽選馬） ４頭 アコガレノダンス号・ウエスタンイライザ号・サウスゴールド号・ホッコーテイオー号



２３０８８ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第４競走 ��２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （芝・外内）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：０１．４良

８１１ トロフィーディール 牡６鹿 ６０ 穂苅 寿彦青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ
ファーム ４８６＋ ４３：０６．２ １．７�

２２ メジロラスタバン 牡５黒鹿６０ 石神 深一�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４６４± ０３：０６．３� ２５．２�
８１０ ゼットコマンダー 牡６黒鹿６０ 横山 義行�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４７２＋ ２３：０６．８３ １０．２�
３３ サンベルナール 牡５鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 斉藤 安行 ４５０－ ２３：０７．０１� １１．５�
７９ アグネスヘルメス 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４９８－１２３：０７．２１� ３９．９�
７８ プライドイズハート 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐水谷 精吾氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ５１２＋ ２３：０７．７３ ３．９	
６６ ワイズタイクーン 牡７鹿 ６０ 金子 光希井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５０４＋ ６ 〃 ハナ １５２．６

６７ ファストソニック 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚平岡 茂樹氏 田島 俊明 浦河 大野牧場 ５００＋１４３：０７．９１� ７３．０�
５５ スリーアトラス 牡６栗 ６０ 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４６２＋ ２３：０８．１１ １８．１�
１１ レオスターライト 牡８鹿 ６０ 平沢 健治�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４６８＋１２３：１０．６大差 １０２．１
４４ ストロングマリオン 牡４黒鹿６０ 宗像 徹村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４５２－ ４ （競走中止） １４．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，３５４，５００円 複勝： ２１，１８６，９００円 枠連： １２，８２１，３００円

普通馬連： ３６，１８７，３００円 馬単： ３７，２００，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６０１，５００円

３連複： ４４，３７３，６００円 ３連単： ９７，７６７，５００円 計： ２７７，４９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � ２９０円 枠 連（２－８） １，４２０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ４５０円 �� ２，５９０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� １４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １３３５４５ 的中 � ６３３８４（１番人気）
複勝票数 計 ２１１８６９ 的中 � １２２０６４（１番人気）� ８５６５（７番人気）� １００１０（５番人気）
枠連票数 計 １２８２１３ 的中 （２－８） ６６８７（６番人気）
普通馬連票数 計 ３６１８７３ 的中 �� １６０５８（６番人気）
馬単票数 計 ３７２００９ 的中 �� １４１８０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６０１５ 的中 �� ４４４０（９番人気）�� ８６５５（４番人気）�� １２９１（２６番人気）
３連複票数 計 ４４３７３６ 的中 ��� ７０４８（１６番人気）
３連単票数 計 ９７７６７５ 的中 ��� ５１２４（４３番人気）

上り １マイル １：４２．８ ４F ５０．８－３F ３８．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�
７，５（４，１０，１１）（３，２，９）（１，８）６
７，１１，１０－４（３，２）（８，９）（５，６）＝１

２
�
７（４，１０，１１）（３，５）２，９，８－（１，６）・（７，１１）１０（３，２）（８，４，９）（５，６）＝１

勝馬の
紹 介

トロフィーディール �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Affirmed デビュー ２００６．４．９ 福島１着

２００３．４．１３生 牡６鹿 母 プリンセスリーマ 母母 First Fling 障害：６戦２勝 賞金 ２６，９００，０００円
〔競走中止〕 ストロングマリオン号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 メジロラスタバン号の騎手石神深一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１０番への進

路影響）



２３０８９ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

８１３ サクラエクスプロー 牡２栗 ５４ 岩田 康誠�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４９０ ―１：２３．９ ３．７�

６１０ ブルームーンピサ 牝２芦 ５４ 田中 勝春市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム ４８０ ― 〃 クビ ５．９�
８１４ コマンドプロンプト 牡２青鹿５４ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４６８ ―１：２４．５３� ６０．０�
７１１ マルタカトップラン 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥高橋 義和氏 清水 美波 新ひだか 株式会社平井牧場 ４２０ ―１：２４．７１� １２７．３�
３３ コスモドロンパ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４１０ ― 〃 ハナ ８７．６�
２２ ムーンウォーク 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝岡 浩二氏 和田正一郎 新冠 アラキフアーム ４７０ ―１：２４．９１� ３７．２	
３４ アルマトゥーラ 牡２芦 ５４ 内田 博幸コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４５４ ―１：２５．０� ４．６

４６ ランメルモール 牡２鹿 ５４ 的場 勇人坂本 肇氏 的場 均 新冠 川上牧場 ４９０ ―１：２５．２１� ５６．９�
７１２ メジロアンジェリー 牝２栗 ５４ 柴田 善臣�メジロ牧場 久保田貴士 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８ ―１：２５．３� １９．４�
１１ コスモキャロリーヌ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４３２ ―１：２５．４� ２８０．７
４５ アビーロード 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４３６ ―１：２５．６１� ８．２�
６９ ミ ブ ノ ギ シ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義松本 俊廣氏 田中 清隆 新冠 タニグチ牧場 ４９６ ― 〃 クビ ４．７�
５７ マイネブラックティ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 平取 北島牧場 ４１８ ―１：２５．７クビ ３７．６�
５８ フリークムーン 牡２栗 ５４ 柴山 雄一吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 新冠橋本牧場 ４６２ ―１：２６．１２� ９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，５５８，６００円 複勝： ２２，４９３，８００円 枠連： １５，６８６，１００円

普通馬連： ４７，１８７，３００円 馬単： ３４，４５３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７２７，１００円

３連複： ５４，６７７，５００円 ３連単： ８７，８８０，６００円 計： ２９４，６６４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � ９６０円 枠 連（６－８） ６１０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ３，１７０円 �� ３，６３０円

３ 連 複 ��� ２２，０１０円 ３ 連 単 ��� １０３，６１０円

票 数

単勝票数 計 １６５５８６ 的中 � ３５５６１（１番人気）
複勝票数 計 ２２４９３８ 的中 � ３３３９５（２番人気）� ４５４０３（１番人気）� ４３８０（１０番人気）
枠連票数 計 １５６８６１ 的中 （６－８） １９０８４（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７１８７３ 的中 �� ２６１０７（３番人気）
馬単票数 計 ３４４５３３ 的中 �� ９１８１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７２７１ 的中 �� ８７５１（２番人気）�� １１６６（３４番人気）�� １０１４（４０番人気）
３連複票数 計 ５４６７７５ 的中 ��� １８３４（６７番人気）
３連単票数 計 ８７８８０６ 的中 ��� ６２６（３１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．６―１２．２―１２．３―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．７―４６．９―５９．２―１：１１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．０
３ １２，２（８，９，１０）（１，１３，１４）（７，５）（３，１１）－４，６ ４ ・（１２，２）－（８，９，１０）（１，１３，１４）（７，３，１１）５－４，６

勝馬の
紹 介

サクラエクスプロー �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラローレル 初出走

２００７．３．２７生 牡２栗 母 サクラメモリアル 母母 サクラキャンドル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 ヨシステップ号（疾病〔左寛跛行〕のため）



２３０９０ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２２ ブライトアイザック 牡３鹿 ５６ 北村 宏司保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４８８＋ ６１：１２．２ ６．１�

７１３ カフェマーシャル 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０６＋ ４ 〃 クビ １．７�
５９ トウショウレリーフ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成藤田 衛成氏 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０＋ ２１：１２．５１� １１．５�
４７ バルバロッサ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４７０＋ ２１：１３．２４ ３．４�
６１０ ビ ー ク ー ル 牡３栗 ５６ 石橋 脩新木 鈴子氏 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム ４６０－ ４１：１３．３� ２９．８�
５８ マイネルバルトーク 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 メイタイ牧場 ４６８＋ ８１：１３．９３� １１１．６�
３４ ダイワハンター 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：１４．１１� ７０．８	
８１４ コモディアス 牡３鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４６０－ ８ 〃 アタマ ３６０．７

８１５ バンダムパルフェ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海山科 統氏 田村 康仁 浦河 バンダム牧場 ４２６＋ ６１：１４．４１� ２１．０�
２３ タイキバンビーナ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人�大樹ファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４１８＋１４１：１４．５クビ ４１２．６
１１ ウッディームーン 牝３栗 ５４ 村田 一誠藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４７６＋１６１：１４．７１� １３２．７�
３５ ハンドクラッピング 牡３栗 ５６ 小野 次郎加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 B４６６＋ ３１：１５．６５ ７１０．７�
４６ ニコラスセージ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一松田 整二氏 畠山 吉宏 日高 野島牧場 ４８４ ― 〃 アタマ １４２．１�
７１２ マ カ フ シ ギ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人楠本 勝美氏 牧 光二 三石 木田牧場 ４３２＋ ８１：１６．３４ ２６８．１�

（１４頭）
６１１ インテグリティー 牡３栗 ５６

５３ ▲草野 太郎�山王飯店 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 B４６０－１０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２１，４６４，２００円 複勝： ３５，１５６，９００円 枠連： １４，６５６，９００円

普通馬連： ５２，４３２，０００円 馬単： ４９，０８６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０４１，８００円

３連複： ６１，６２０，４００円 ３連単： １３４，５３２，３００円 計： ３８８，９９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（２－７） ４６０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ６１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ７，６４０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１４６４２（返還計 ２３７） 的中 � ２７８１９（３番人気）
複勝票数 差引計 ３５１５６９（返還計 ５７９） 的中 � ３６７６７（３番人気）� １８３３６２（１番人気）� ２６７６４（４番人気）
枠連票数 差引計 １４６５６９（返還計 ２１３） 的中 （２－７） ２３８８９（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ５２４３２０（返還計 ３５９８） 的中 �� ８８８７６（２番人気）
馬単票数 差引計 ４９０８６３（返還計 ３４０３） 的中 �� ２５８７７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２００４１８（返還計 １７７６） 的中 �� ２２１２９（２番人気）�� ７１１６（７番人気）�� １７１１２（３番人気）
３連複票数 差引計 ６１６２０４（返還計 ８９６８） 的中 ��� ３５９５２（４番人気）
３連単票数 差引計１３４５３２３（返還計 １７５１０） 的中 ��� １２９９６（２２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１１．８―１２．２―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．５―３５．３―４７．５―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．９
３ ・（７，１３）１４（２，９，１５）８（１０，１２）（１，４）－（３，５）＝６ ４ ・（７，１３）（２，９，１４）１５，８，１０，１２（１，４）－３，５＝６
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ブライトアイザック �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．５．２４ 東京１３着

２００６．４．５生 牡３鹿 母 ラブイズトゥルー 母母 ヒ ト メ ボ レ ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 インテグリティー号は，馬場入場時に転倒し，疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マカフシギ号は，平成２１年１０月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 エアダーミ号



２３０９１ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２５分 （芝・左・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１６ トウカイソニック 牡３黒鹿５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４８０＋ ２１：４７．３ ４．３�

２３ ダイワオーダー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 嶋田 功 日高 坂口 豊翼 ４６８－ ２１：４７．４� １３．４�
１２ グリッドマトリクス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５１２－ ２１：４７．６１� ３．３�
５９ テラノトムキャット 牡３鹿 ５６ 上村 洋行寺田 寿男氏 昆 貢 むかわ 市川牧場 ４７８ ―１：４８．２３� ３２．７�
４８ フォグランプ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４２２＋１０１：４８．３� ３３．５�
８１７ スリーロゼット 牝３鹿 ５４ 内田 博幸永井商事� 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４２８＋ ６１：４８．４� １４．２�
３６ キクノアキレス 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 金石牧場 ４７０＋１０１：４８．５� １０．０	
２４ イ ル サ ル ト 	３黒鹿５６ 後藤 浩輝 
社台レースホース小島 太 新冠 飛渡牧場 ４７８＋１０１：４９．１３� ３．１�
１１ サスライノテイオー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹
キヨタケ牧場 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４７２± ０１：４９．２� ９１．７�
４７ オースミライセンス 牝３鹿 ５４ 江田 照男�オースミ 菅原 泰夫 日高 白井牧場 ４６２＋ ４１：４９．４１� １０８．９
３５ マルターズクリス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ４８６＋ ６１：４９．５� １７３．４�
７１３ タ ー ジ オ ン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣池谷 誠一氏 粕谷 昌央 鵡川 上水牧場 ４３０± ０１：４９．８２ ２３．３�
８１８ レオーネドーロ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 清隆 新冠 新冠橋本牧場 ４８０－ ８ 〃 ハナ ２１４．３�
５１０ ロンギングブラスト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 佐々木 貴博 B４６８－ ２１：５０．０１ １１５．４�
７１５ ヤマニンベルファム 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４４８－ ２１：５０．１� ４２６．４�
７１４ エトワールドール 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 
キャロットファーム 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０± ０１：５０．６３ １０２．７�
６１１ ト ヨ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎石瀬 浩三氏 嶋田 潤 静内 カタオカフアーム ４４４± ０１：５１．１３ ４６５．５�
６１２ ディアマイホース 牡３黒鹿５６ 横山 義行吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４９０ ―１：５２．６９ ４９９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，６１２，５００円 複勝： ３２，５７４，９００円 枠連： ２０，７８０，０００円

普通馬連： ６７，４５３，８００円 馬単： ４８，７６４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９９８，９００円

３連複： ７６，００４，４００円 ３連単： １３３，１５２，８００円 計： ４２３，３４１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（２－８） ４３０円

普通馬連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ４，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ４４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ２２，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２０６１２５ 的中 � ３７８１０（３番人気）
複勝票数 計 ３２５７４９ 的中 � ５６７２７（３番人気）� ２５３７４（５番人気）� ６０４０９（２番人気）
枠連票数 計 ２０７８００ 的中 （２－８） ３６０５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７４５３８ 的中 �� １７２４５（１３番人気）
馬単票数 計 ４８７６４２ 的中 �� ７６７７（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９９８９ 的中 �� ６３７０（１０番人気）�� １４５０１（３番人気）�� ８４９８（８番人気）
３連複票数 計 ７６００４４ 的中 ��� １４２２２（１２番人気）
３連単票数 計１３３１５２８ 的中 ��� ４３７３（６８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．４―１２．４―１２．６―１２．３―１１．８―１０．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．２―４７．６―１：００．２―１：１２．５―１：２４．３―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８
３ ７－（２，４，１３）１５（５，１４）１０（３，８，１６）１７（６，９）（１，１１）（１２，１８） ４ ７（５，２，４，１３）１５（３，１４）（８，１０，１６）（１，６，１７，９）（１２，１８）１１

勝馬の
紹 介

トウカイソニック �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．１２．１４ 中山３着

２００６．５．２２生 牡３黒鹿 母 トウカイファニー 母母 トウカイスズラン ３戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアマイホース号は，平成２１年１０月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 キチロクレナン号・コスモイチモンジ号・ムーンライトソング号



２３０９２ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

６１１ パンプアップ 牡５栗 ５７ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４７６－ ４１：５２．５ ６．３�

８１４� ヒシパーフェクト 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.
Nichols ４７４＋ ４１：５２．６� ２．７�

７１３� エーシントゥルボー 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成�栄進堂 大久保洋吉 米 Winches-
ter Farm ５３０＋ ２１：５３．３４ ５．８�

６１０� キャッツインブーツ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn
Stud Farms Ltd ５２０± ０ 〃 アタマ ２．７�

７１２ シルクエンデバー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９４± ０１：５３．４クビ ３２．５�
２２ シルクペガサス 牡４栗 ５７

５４ ▲大江原 圭有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４５２± ０ 〃 アタマ １６２．０	
５８ � セクシーザムライ 牝５栗 ５５ 内田 博幸�コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc ４９４＋ ２ 〃 クビ ４０．８

８１５ トレジャーバトル 牡３栗 ５４ 田中 勝春青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４８０＋ ６１：５３．８２� ２３．５�
２３ 	 エ ク レ ウ ス 牡４黒鹿５７ 江田 照男栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６－ ４１：５４．３３ ３８１．２�
４７ 	 シツジツゴウケン 牡３芦 ５４

５１ ▲草野 太郎�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８２± ０１：５４．５１� ２０５．７
４６ � サンワードハーレー 牡４青鹿５７ 柴田 善臣佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 米 Chesapeake Farm

& Gianca Stables ４６４＋ ６１：５４．６
 ７０．６�
３５ 	 ヒロノキョウシュウ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９６＋ ６ 〃 アタマ ５５．６�
３４ プ ラ ク シ ス �３黒鹿５４ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ

ジメント 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋ ６１：５５．０２� ２３６．９�
５９ スイングエンジン 牡３栗 ５４ 藤岡 佑介平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４５８－ ４１：５５．３２ ３４．８�
１１ ニシノアララギ 牡３鹿 ５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ １０４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，９７１，１００円 複勝： ３８，４３４，７００円 枠連： ２６，５８８，０００円

普通馬連： ９１，３４２，９００円 馬単： ６３，２６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３２４，２００円

３連複： ９７，４６４，４００円 ３連単： １８６，０７４，９００円 計： ５５９，４６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（６－８） ２８０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ５４０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２５９７１１ 的中 � ３２５６２（４番人気）
複勝票数 計 ３８４３４７ 的中 � ６１４２９（３番人気）� ９７０３９（１番人気）� ４９５５２（４番人気）
枠連票数 計 ２６５８８０ 的中 （６－８） ７２２８４（１番人気）
普通馬連票数 計 ９１３４２９ 的中 �� ９７１３５（２番人気）
馬単票数 計 ６３２６８４ 的中 �� ２４２８２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３２４２ 的中 �� ２６２０４（２番人気）�� １３１９６（６番人気）�� １８４７４（５番人気）
３連複票数 計 ９７４６４４ 的中 ��� ５４４９４（４番人気）
３連単票数 計１８６０７４９ 的中 ��� １７９３５（１８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．６―１３．７―１３．２―１２．５―１２．６―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３５．９―４９．６―１：０２．８―１：１５．３―１：２７．９―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．２
１
３
９（２，１１）１４，３，１３（１，１５）（８，１０）－（６，１２）－７＝４＝５・（９，１１，１４）（２，１０）１３（３，１５）１２，８（７，４）（１，６）－５

２
４
９（２，１１）１４（３，１３）１，１５（８，１０）（６，１２）７－４＝５・（１１，１４）９（２，１３，１０）（３，１２，１５）－８（７，４）－（１，６，５）

勝馬の
紹 介

パンプアップ �
�
父 Point Given �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．８．１９ 札幌１３着

２００４．１．３０生 牡５栗 母 プレシャスキャット 母母 Nurse Lulu ２３戦３勝 賞金 ３７，３４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２３０９３ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第９競走 ��１，２００�
い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走１４時３５分 （ダート・左）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１４ リ ュ ウ メ イ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４７２＋ ４１：１２．５ ６．０�

７１３ マザーロード 牝３栗 ５３ 岩田 康誠�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４７０－ ６１：１３．０３ ２０．４�
３５ ザ ド ラ イ ブ 牡３栗 ５５ 松岡 正海 �千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４７６－ ６１：１３．１クビ ２．３�
２３ ロトスカイブルー 牡３鹿 ５５ 小林 淳一國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４８８＋ ４ 〃 アタマ ２２．８�
４６ ケージーファントム 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ５０２＋ ４１：１３．２クビ ３９．９�
２２ アグネスクイック 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５１８＋ ６ 〃 クビ ８．１	
５８ � フジマサエース 牡４黒鹿５７ 木幡 初広藤原 正一氏 佐々木亜良 新冠 村上 雅規 ４５８＋ ８１：１３．３� ２１０．８

７１２ タケデンスキップ 牝４鹿 ５５ 伊藤 直人武市 進吾氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 B４３４＋ ８１：１３．４� １７９．８�
６１１� ナンヨーサンセット 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：１３．９３ １２．６�
１１ サウロビスティー 牝３栗 ５３ 勝浦 正樹備前島敏子氏 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 ４５６－ ４１：１４．１１� １０２．８
５９ ガ ク ニ ホ シ 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ３１．７�
６１０� クリスエスアラート 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 ハナ ３．９�
３４ � セトクラウン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一難波 澄子氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６６－ ７ 〃 アタマ １３９．４�
８１５ カシマゼロワン 	５鹿 ５７ 北村 宏司�カシマ 高市 圭二 門別 白井牧場 ４２２－ ４１：１５．７１０ ３１４．０�
４７ エレガントステージ 牝３栗 ５３ 田中 勝春 �グリーンファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４３０± ０１：１７．７大差 １６８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，８０８，１００円 複勝： ３４，５０４，７００円 枠連： ２６，６２０，４００円

普通馬連： １０４，２７０，８００円 馬単： ７１，９６８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８２８，５００円

３連複： １０４，０８９，７００円 ３連単： ２１３，３４０，０００円 計： ６１２，４３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １８０円 � ３６０円 � １２０円 枠 連（７－８） ３，６９０円

普通馬連 �� ４，８３０円 馬 単 �� ８，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� ３３０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 ��� ２７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２８８０８１ 的中 � ３８２４７（３番人気）
複勝票数 計 ３４５０４７ 的中 � ４６２８８（２番人気）� １７１１８（７番人気）� １１０４８５（１番人気）
枠連票数 計 ２６６２０４ 的中 （７－８） ５３３０（１３番人気）
普通馬連票数 計１０４２７０８ 的中 �� １５９４３（１７番人気）
馬単票数 計 ７１９６８６ 的中 �� ５９５６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８２８５ 的中 �� ４９３４（１５番人気）�� ２４３１１（１番人気）�� １０７９１（６番人気）
３連複票数 計１０４０８９７ 的中 ��� ２３７７７（１０番人気）
３連単票数 計２１３３４００ 的中 ��� ５７１６（８２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．１―１２．６―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．７―４８．３―１：００．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．８
３ １３，１４（３，１２）（８，５，１５）２（６，９）１１（１，１０）－４－７ ４ ・（１３，１４）１２（３，１５）（８，５）（２，６，９）－１１，１，１０，４－７

勝馬の
紹 介

リ ュ ウ メ イ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００７．１０．２７ 東京３着

２００５．４．６生 牝４鹿 母 ダイコーフリーマン 母母 スズノフローレンス １７戦３勝 賞金 ３４，０６０，０００円
〔その他〕 エレガントステージ号は，発走後まもなく砂をかぶり，頭を上げ，前進気勢を欠いたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エレガントステージ号は，平成２１年１０月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チェリークラウン号



２３０９４ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第１０競走 ��
��１，４００�

あ さ ひ だ け

朝 日 岳 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

３５ ヘヴンリークルーズ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４１：２１．３ ３．５�

６１０� デュヌラルテ 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４３６＋ ４１：２１．５１ ５９．９�
７１２� ブルーデインヒル 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４８２＋１０ 〃 クビ ９．６�
８１４� マルタカエンペラー 牡５鹿 ５７ 江田 照男高橋 義和氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４４６± ０１：２１．７１	 ２７．６�
１１ トーセントゥルー 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４６８－ ２１：２１．８
 １２．７�
７１３� メ ス ナ ー 牡４芦 ５７ 松岡 正海岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ７．９	
３４ イーサンラヴ 牝５青鹿５５ 藤岡 佑介国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 弘幸 ４５６－ ２１：２２．０１	 １４７．２

５９ メ イ カ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６２－ ６１：２２．１
 ６．７�
５８ ロットオブカクテル �５黒鹿５７ 大野 拓弥 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム B４９０－ ６１：２２．３１� ９０．５
８１５ クリールバレット 牡５鹿 ５７ 木幡 初広横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４６２－ ４ 〃 ハナ ２４８．４�
２３ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２１：２２．４クビ ４．５�
４６ スーパーウーマン 牝４栗 ５５ 吉田 隼人 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４８０＋ ４ 〃 ハナ ２４．８�
２２ ナチュラルウィン 牡６青鹿５７ 北村 宏司吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４７６± ０１：２２．６１	 ６７．９�
６１１ グローリールピナス 牝３栃栗５３ 柴田 善臣大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４４－ ２ 〃 アタマ ６．５�
４７ � レイザーバック 牡７青鹿５７ 川田 将雅岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４９６± ０１：２２．８１� ７８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，８５１，６００円 複勝： ５３，０１６，６００円 枠連： ３４，６７０，７００円

普通馬連： １８７，４１６，８００円 馬単： ９３，８６４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，１１１，１００円

３連複： １６４，５１３，８００円 ３連単： ３０３，４５３，７００円 計： ９１３，８９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � １，１１０円 � ２６０円 枠 連（３－６） １，０１０円

普通馬連 �� １２，４８０円 馬 単 �� １６，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３８０円 �� ６７０円 �� ５，４４０円

３ 連 複 ��� ２３，７２０円 ３ 連 単 ��� １５１，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３４８５１６ 的中 � ７８７３７（１番人気）
複勝票数 計 ５３０１６６ 的中 � １１３２０１（１番人気）� ９３３５（１０番人気）� ５２８７１（５番人気）
枠連票数 計 ３４６７０７ 的中 （３－６） ２５５２７（２番人気）
普通馬連票数 計１８７４１６８ 的中 �� １１０８６（３５番人気）
馬単票数 計 ９３８６４４ 的中 �� ４２４８（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２１１１１ 的中 �� ４２５０（３１番人気）�� １６６２８（６番人気）�� １８２７（４９番人気）
３連複票数 計１６４５１３８ 的中 ��� ５１１９（７５番人気）
３連単票数 計３０３４５３７ 的中 ��� １４８２（４４９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．１―１１．８―１１．９―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．０―３４．１―４５．９―５７．８―１：０９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．４
３ ８（６，７，１１）（５，１４）１３（２，１）１２（９，１０）４（３，１５） ４ ・（８，７，１１，１４）（６，５，１３）（２，１，１２，１０）（４，９）（３，１５）

勝馬の
紹 介

ヘヴンリークルーズ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．１．２７ 京都１着

２００５．１．１６生 牝４黒鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン １４戦４勝 賞金 ５１，１３６，０００円



２３０９５ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２９回新潟２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左・外）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
新潟馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

３６ シンメイフジ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４５２± ０１：３４．４ ３．７�

７１５ フローライゼ 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ４１：３４．５� ４６．８�
４８ クロフォード 牝２青 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４４６－ ６１：３４．９２� ５．０�
８１６ ギ ュ ン タ ー 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 落合 一巳 ４５４＋ ６ 〃 ハナ １４．２�
８１７ スプリングサンダー 牝２鹿 ５４ 上村 洋行�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４３４± ０ 〃 クビ ３４．５�
６１１ ハーティンハート 牡２栗 ５４ 田中 勝春臼田 浩義氏 牧 光二 日高 日高大洋牧場 ５２６－ ２１：３５．２１� １９．９�
５１０ ブランビーブラック 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 ４７０－ ８ 〃 アタマ １６．４	
１２ サウンドバラッド 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８ 〃 クビ １７．２

２４ サトノディライト 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：３５．４１� ５１．４�
５９ サンデージョウ 牝２青 ５４ 川田 将雅河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 対馬 正 ４６６＋ ６ 〃 アタマ ８．８�
７１４ プリンセスメモリー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３９２＋ ２１：３５．７１� １２．５
３５ サクラテンペスト 牡２青鹿５４ 武士沢友治�さくらコマース羽月 友彦 新冠 川上牧場 ４９２＋ ８１：３５．９１� ４４．３�
７１３ コスモセンサー 牡２栗 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４７８＋ ４１：３６．０� ７．３�
４７ モ ト ヒ メ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４５０－ ２１：３６．８５ ８６．４�
８１８ ラジャポネーズ 牝２鹿 ５４ 的場 勇人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４２０± ０ 〃 クビ ３５．９�
２３ オーロラナイト 牝２青鹿５４ 吉田 隼人吉田 勝己氏 鶴留 明雄 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：３７．５４ ６２．０�
１１ コ ス モ レ ニ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 日高 石原牧場 ４４８－１０ 〃 アタマ ２５．５�
６１２ シルクフィーリング 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介有限会社シルク音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５２０－ ２１：４１．１大差 ３２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２１，２０２，３００円 複勝： １６２，１２７，２００円 枠連： １５６，９００，４００円

普通馬連： ６８９，６００，８００円 馬単： ３７０，０１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６０，２８５，８００円

３連複： ７９２，５８０，１００円 ３連単： １，５７２，２０５，９００円 計： ４，０２４，９１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ９２０円 � ２００円 枠 連（３－７） ８４０円

普通馬連 �� ７，５００円 馬 単 �� １２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８５０円 �� ５００円 �� ４，１６０円

３ 連 複 ��� １７，２１０円 ３ 連 単 ��� １１０，１２０円

票 数

単勝票数 計１２１２０２３ 的中 � ２６３８６０（１番人気）
複勝票数 計１６２１２７２ 的中 � ３６１６３１（１番人気）� ３２４８８（１４番人気）� ２２４７７２（２番人気）
枠連票数 計１５６９００４ 的中 （３－７） １３７９４９（１番人気）
普通馬連票数 計６８９６００８ 的中 �� ６７８８７（２７番人気）
馬単票数 計３７００１６７ 的中 �� ２１０８７（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６０２８５８ 的中 �� １３２３８（３７番人気）�� ８８１３５（１番人気）�� ９００７（５３番人気）
３連複票数 計７９２５８０１ 的中 ��� ３４０００（４８番人気）
３連単票数 計１５７２２０５９ 的中 ��� １０５３７（３０５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．５―１２．０―１２．７―１２．８―１１．６―１０．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．１―３５．１―４７．８―１：００．６―１：１２．２―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３３．８
３ １１，１３，１８（７，９，１６）（３，５，８，１０）（１，１２）１７（１４，２，４，１５）６ ４ ・（１１，１３）３（２，５，７，１８）（１４，１，９，１０）（８，１６）（４，１７）（１２，１５）－６

勝馬の
紹 介

シンメイフジ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．７．５ 阪神１着

２００７．２．１２生 牝２鹿 母 レディミューズ 母母 シンコウラブリイ ３戦２勝 賞金 ４６，１２８，０００円
〔その他〕 コスモセンサー号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 サマーコード号・タイセイワイルド号・ダイメイダーク号・ダイワナイト号・ベストブルーム号
（非抽選馬） ２頭 カットイッタウト号・フィールドスピカ号



２３０９６ ９月６日 晴 良 （２１新潟３）第８日 第１２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時３０分 （芝・直線）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

２３ ストロングポイント 牡３芦 ５５ 北村 宏司畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４５４－ ４ ５５．１ ７８．４�

６１２ ホリノティアラ 牝４鹿 ５５ 江田 照男堀川 義雄氏 菅原 泰夫 静内 光丘牧場 ４７０＋ ８ 〃 ハナ ３．２�
３６ サンマルヘイロー 牡３鹿 ５５ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４７４＋ ８ 〃 クビ １２．７�
６１１ チャームペンダント 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝タマモ� 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４７２＋ ２ ５５．２クビ ４．９�
８１７ ウェーブガール 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥四方堂第五郎氏 萱野 浩二 静内 高橋 誠次 B４３４－１０ ５５．４１� １２８．３�
７１５ フライングビーン 牝３栗 ５３ 松岡 正海小山 豊氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ６．８�
５９ � ワンダフルスイート 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一 	丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４８２－１２ ５５．５クビ １７７．５

４７ ジョウノオアシス 牝５鹿 ５５ 木幡 初広小川 義勝氏 武藤 善則 門別 三城牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ４８．９�
１１ � リノーンマイア 牝４栗 ５５ 武士沢友治村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 鎌田 正嗣 ４５０＋ ２ ５５．６クビ ２２．４�
５１０	� マックスリオ 
４鹿 ５７ 藤岡 佑介田所 英子氏 武市 康男 愛 Rozelle

Bloodstock B５１６＋ ４ ５５．８１� ６３．３
７１３ コアレスリーヴァ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎小林 昌志氏 尾関 知人 平取 雅 牧場 ４４８－ ２ ５５．９� ３１．３�
４８ ナスノアタック 牡４黒鹿５７ 石橋 脩�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ １４１．９�
８１８ シュウザンゴールド 牡５鹿 ５７ 田中 勝春平 光良氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ４７６＋ ６ ５６．１１� １０７．７�
３５ スピーディセイコー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４７４－ ６ ５６．２� １０．８�
２４ エフティアクトレス 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５４± ０ ５６．３� １８．６�
１２ � カ ン タ カ 牝４青鹿５５ 村田 一誠	広富牧場 成島 英春 門別 広富牧場 ４４０± ０ ５６．８３ １１９．２�
８１６ ノボパガーレ 牡３栗 ５５ 内田 博幸�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 B４７６± ０ ５６．９� ５．５�
７１４ メイショウジップ 牡４栗 ５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 浦河日成牧場 ４８４－ ２ ５７．７５ ３３．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，８６７，１００円 複勝： ５２，９１８，５００円 枠連： ５０，６２７，５００円

普通馬連： １５０，１８８，７００円 馬単： ９７，７６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，４４２，６００円

３連複： １６９，７４１，５００円 ３連単： ３５６，９０４，２００円 計： ９６３，４５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，８４０円 複 勝 � １，８９０円 � １５０円 � ３３０円 枠 連（２－６） １，７９０円

普通馬連 �� ２０，４５０円 馬 単 �� ６２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，７４０円 �� １４，３２０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ６８，５７０円 ３ 連 単 ��� ６６１，８００円

票 数

単勝票数 計 ４０８６７１ 的中 � ４１０８（１３番人気）
複勝票数 計 ５２９１８５ 的中 � ５３１９（１４番人気）� １２８８０７（１番人気）� ３９１３４（６番人気）
枠連票数 計 ５０６２７５ 的中 （２－６） ２０９１８（９番人気）
普通馬連票数 計１５０１８８７ 的中 �� ５４２２（４９番人気）
馬単票数 計 ９７７６０７ 的中 �� １１５６（１２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４４４２６ 的中 �� １８４６（５２番人気）�� ７３４（９９番人気）�� １６９２６（６番人気）
３連複票数 計１６９７４１５ 的中 ��� １８２７（１６１番人気）
３連単票数 計３５６９０４２ 的中 ��� ３９８（１２７６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．１―１０．３―１０．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．１―３２．４―４３．２

上り４F４３．１－３F３３．０
勝馬の
紹 介

ストロングポイント �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．８ 東京１着

２００６．４．９生 牡３芦 母 メイクマイバンドル 母母 ダブルバンドルズ ７戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 キングオブザベスト号・ザムーン号



（２１新潟３）第８日 ９月６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２７，０６０，０００円
１０，５００，０００円
１，９１０，０００円
２３，０５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，４９４，５００円
５，７５０，２００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
３７６，８１５，７００円
５４６，６０１，９００円
４１８，８７０，２００円
１，５９９，２７０，８００円
９８９，２７６，９００円
４４４，０７４，０００円
１，７７３，３３５，４００円
３，３９７，４９６，０００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，５４５，７４０，９００円

総入場人員 １６，３２９名 （有料入場人員 １３，１５６名）



平成２１年度 第３回新潟競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４８６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，７０３，４２０，０００円
３１，１００，０００円
９７，３６０，０００円
１５，１８０，０００円
１６８，７５０，０００円
５８０，０００円
５８０，０００円

５２７，６０５，０００円
４３，７５８，８００円
１４，７１１，４００円

勝馬投票券売得金
２，５６９，２２６，９００円
４，０８５，９０１，４００円
２，７５２，５１９，５００円
１０，６６７，２４５，５００円
６，９５３，４４７，８００円
３，０４５，０５４，７００円
１１，５４６，８１８，４００円
２２，９６１，９０８，３００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６４，５８２，１２２，５００円

総入場延人員 １２１，３１３名 （有料入場延人員 ８０，７６７名）




